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ペラ州スンカイ

特集

フェルダレジデンス ホットスプリング
FELDA Residence Hot Springs

泊まれる

日帰りでも、泊まっても。ジャングルの
なかの家族向け温泉リゾート
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からイポーへ向かう国道 号線沿い

から旧道を北上し︑

K
L

には︑たくさんの温泉地があるそうな︒そ

こで︑セニョ〜ム︑

どんな温泉が隠れているのかを探ってきま

K
L

した︒マレー語で温泉は﹁ ︵
水︶ Panas
︵熱
Air
い︶
﹂
︒グーグルマップで探してみると︑マ

号 線 を 走 っ て い る と﹁ Kolam
︵池︶

﹂が
レー半島各地のあちこちに﹁ Air Panas
見付かります︒また︑
からイポーへ向

かう

﹂の看板があり︑近隣の住民が集
Air Panas
う 小 さ な 公 共 温 泉 浴 場 が 見 付 か る こ と も︒

ヵ 所 も 温 泉 が あ る ら し い の で す が︑

マレーシアには火山がないのに︑半島だけ

でも

これらは﹁非火山性温泉﹂
︑つまり地中にし

みこんだ雨水などが地熱で温められ︑断層

などの地下構造によって地表に湧き出して

きたものだそう︒どの温泉も硫黄の臭いは

わずかで︑サラリとした透明のお湯でした︒

成分を表記している温泉はほとんどありま

KL方面からだと、南北高速道路をマラッカ方面へ行き
（約110キロ）
、マラッカ手前のAlor Gajah出口を出て10分。
マラッカ市内からは車で45分。
Kampung Ganun, 78000 Alor Gajah, Melaka
GPS N2.407357, E102.237911
年中無休で24時間営業。
06-5549 584
大人 RM5、こどもRM2（2 〜 12歳）
設備 プール合計11、サウナ＆スティームバス
（有料、7pm3am）
、トイレ、脱衣所、シャワー、マッサージチェアー、レ
ストラン（6pm-2am）
行き方

せんが︑基本的な効能は︑皮膚病︑関節痛︑

P30MAP-① セランゴール州セラヤン

﹁ セット リン
ギだよ﹂
バケツがあると便
利！

英国統治時代に英国軍が温泉の周り
に住んでいたことを不思議に思っ
た村の住民が発見。1980年代、マ
ラッカ政府が温泉施設として建設。2002年に現
オーナーが買い取り、温泉
地を拡張、2011年から営業
開始。湯温は平均50度〜 56
度。サウナとスティームバ
スが併設された温泉は温泉
の水流を調節して温度を低
く設定。硫黄分を多く含み、
「 脊 椎 損 傷 後、4 ヵ月この
皮膚病、関節炎などに効能 温泉に通って歩けるように
なりました」
（タンピン出身
タンさん、34歳）
あり。
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上：セラヤン温泉

大自然の真ん中にある秘湯！

保養に

筋肉の痛み︑そしてもちろんリラックス効

果︒常夏の国︑マレーシアですが︑温泉に

29

浸かって汗をかくのが心と体の健康にい

Mount Tapis Hot Spring

セラヤン温泉
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秘湯！

最寄町のスンガイレンビンで聞き込み調査を
して、山道をジープで走り、小川を渡ってやっ
とたどり着いた、大自然のなかの秘湯！ 大人
が3人も入ればいっぱいの小さな浴槽がジャン
グルのなかにポツンとある不思議な温泉。掛け
流しの天然温泉で、
湯加減は最高！もち
ろん、更衣室やシャ
ワーはないので、サ
ロン持参がおすす
め。
スンガイレンビンの警察署向かいにある橋を渡って「熱
水湖」の看板に沿って進む。広い場所に出たら、その先左
にある小川（Sungai Jin）を渡ると温泉がある。４WDが必
要。分かりにくいのでスンガイレンビンの町でガイドを雇っ
て、滝やMount Tapisの登山などのアクティビティとセット
で行くのがおすすめ。
GPS 3.944502, 103.013167
24時間 年中無休
無料

普段使い
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夜になると近所の住民でにぎわう
「ご近所温泉」
夕方から人が集まりだし、夜になると近所の住民でにぎわう
「ご近所温泉」
。KLから気軽に行けて、設備もそこそこそろっ
ており、湯温はかなり熱め。24時間無料で使えるが、駐車
料金（2リンギ）が必要。シャワーや更衣室など最低限の設備
もちゃんとある。敷地内には夕方から朝まで営業する屋台も
いくつかあり、飲み物のほか、お湯を冷ましたりするために
使うバケツと桶も2リンギで貸し出している。大きな風呂が3
つ、足ツボを刺激する石が埋め込まれた浅い足湯が一つ、一
人用の小さな風呂が5つあり、温度、深さなどそれぞれ異な
る。一人用の風呂は、大きな風呂とパイプでつながっていて、
栓を開けてお湯を貯め、冷ましてから浸かる。熱い湯だと約
50度なのだが、それを頭からザブサブかぶっている中華系の
おじちゃんにはびっくり。毎日通っているご近所さんもいて、
シャンプーや石けんを持参している人も。日本の銭湯のよう
な和気藹々とした和やかな雰囲気。
行き方 グーグルマップには「Kolam Air Panas Selayang」で載っている。KL市
内からJalan Kuchingを北上すると左手に「Kolam Air Panas Selayang」の
看板が見える。
Bandar Baru Selayang, 68100 Batu Caves, Selangor
RM2（駐車料金）
温泉は24時間利用できるが、屋台は夕方から翌朝5時頃まで営業。
設備：脱衣所、トイレ（30セン）
、シャワー（50セン）
、

カメラを向けると「お湯に浸かっていけ」といろんな人
がすすめてくる。

朝の5時
まで やって
るよ！

夜が更けるほどににぎやかになる常夏のマレーシアならではの公共温泉。

行き方

な

もって行くと便利

温泉巡りアイテム
短パンや水着、ラッシュガードなど
家で水着などに着替えてからお出かけする
ほうがラクでおすすめ。

心構えと準備

歴 史 を 紐 解 け ば︑ こ れ ら の 温 泉 は︑ 古

南北高速道路イポー出口を出て「Lost World of
Tambun」の看板に従って車で20分ほど走るとタンブンの
町に到着。数分行くと巨大なLost World of Tambunが出現。
バンジャランへはロストワールドから１、2分南下したあとU
ターン。リゾートの看板が見えたら左折。
No 1, Persiaran Lagun Sunway 3, 31150 Ipoh, Perak
05-210 7777
www.thebanjaran.com
追加情報 ロストワールド
・タンブンは洞窟や石灰岩でできた丘、
池など、自然のままの地形を生かしてつくられたテーマパー
ク。7種の温泉プールがあり、湯温は38 〜 42度。

マレーシアで温泉を
楽しむための

いってみんな知っているんですね︒

くは原住民のオランアスリによって発見さ

れたものだったり︑旧イギリス軍や旧日本

軍がマレーシアを占領していた際に疲れや

傷︑痛みなどを癒すために利用していたり

MountHot
Tapis
Hot Spring
Gadek
Spring

Kolam Air Panas Selayang

ロストワールド・タンブン
に隣接する高級スパリゾー
ト。温泉プールのほか、源
泉の熱を利用した自然の
「洞窟サウナ」あり。源泉は
洞窟の出入り口にあり、そ
の洞窟の壁には大正・昭和
期に、ここを訪れた日本人
たちの名前が刻まれている。
行き方

していたそう︒なかには︑イポー近くのバ

マウントタピス温泉

高級
リゾート

60

パハン州スンガイレンビン

ガデック温泉
サウナなど充実の移設が魅力

ンジャラン・スパの源泉のように大正時代

その源泉には大正時代に
日本人も来ていた！

P30MAP-③

に渡ってきた日本人が利用したものもあり

The Banjaran Hotsprings Retreat

マラッカ州アローガジャ

半熟卵なら3分で茹で上がるほど高温。

ます︒
﹁温水プール﹂のようなマレーシアの

P30MAP-④

バンジャラン ・ ホットスプリングス ・
リトリート

ガイドのおじさんおすすめ！ 「温泉藻（hot
spring algae）はニキビ肌に抜群に効く！」

温泉には︑日本の温泉のような情緒はあり

ペラ州イポー

大きなキノコが目印のメインの温水プール

ませんが︑ココナッツの木に囲まれて温泉

P30MAP-⑤

りの旅に出てみませんか？

行き方 KLから1時間半ほど。イポーへ向かう途中のSungkaiの
町外れにある。149号線沿いにある「FELDA Residence Hot
Springs」の看板に従って進めば着く。
Sungai Klah, Sungkai, Perak
8am-7pm
05-4388 801/803
※宿泊はアゴダなどホテル予約サイトからも予約可能。
宿泊なしの日帰り利用なら入園料は大人 RM18、こども
RM15。ホテルはRM180（2人部屋、朝食込み） ※レストランは
ハラルで、敷地内の公共の場での飲酒は不可。
設備 プール（温・水・足湯など）
、個室風呂、レストラン、トイレ
など

かなり熱い！

ア
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ー
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マ
。
く
行
を
道
街
泉
温
に浸かるのも︑また一興︒今週末は温泉巡

パームオイルのプランテーションを営むフェルダ
が運営する温泉リゾート。パームオイルに囲まれ
た広大なエリアには温水プール、温泉卵をつくれ
る設備、足湯、個室のジャグジー、宿泊施設など
があり、朝晩は高原のように涼しい。家族の日帰
り旅行にも、宿泊してのんびりするのにもおす
すめ。源泉はもともと、ジャングルに自然に湧き
出ていたものをオランアスリが見つけたそう。昔
は食材を茹でて調理する程度しか利用されていな
かったが、戦時中は日本軍が療養施設として利用。
戦後は長らく放置され、2005年に現施設がオー
プン。硫黄の臭いはわずかでさらりとした泉質。

マレーシアでの「温泉」は日本とは異なり、
「温水プール」のようなレジャー施設の要素が強い。まず、裸での入浴は厳禁。男性は短パンか水着、女性は短パン＆ Tシャツ、ま
たは肌の露出の多すぎない水着やラッシュガードを着用しよう。また、無料の公衆温泉は清掃されておらず、浴槽に温泉藻が生えていることが多い。滑りやすいので注意が必
要だし、見た目にも衛生的ではない。お湯は基本的に掛け流しなので衛生的な問題はないようだが、気になる人は今回紹介しているなかでも有料のレジャー施設を利用しよう。

ビニール袋
ぬれた水着やタオル用。

洗面器、バケツ

サロン

湯温が高い温泉では冷ますためのバケツがあ
ると便利だが、貸し出してくれる場所もある。
洗面器は取っ手付きのほうが使いやすい。

着替える場所がない温泉では必需品。女性は
ワンピースで代用も可。

タオル

近くに店がない無料の温泉では必須。

小さめのもので十分。

傘

サンダル

日中に足湯を楽しむ際、日よけのために傘を
持参するローカルをよく見かけます。

着替える時に便利なのでおすすめ。

飲み水
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サバ州コタキナバル

P30MAP-⑬ クダ州バリン

P30MAP-⑫

セランゴール州クアラクブバル

ウルレゴン温泉

クアラクブバル温泉

カリン温泉

Poring Hot Spring

Air Panas Ulu Legong

MountAir
Tapis
Hot Kuala
SpringKubu Baru
Kolam
Panas

Kolam Air Panas Kerling

州政府が管理する
リクリエーション施設

キナバル国立公園内の温泉

住宅街の外れにある
こじんまりした公共温泉

泊まれる

観光

山登り

「ポーリン」はカダザ
ン語で「竹」という
意味。

温泉マップ

13

川辺に湧き出ている温泉。湯量は豊富
ではないがちょうどいい湯加減。のぼ
せそうになったら川に飛び込んで遊び、
体が冷えたらまた温泉へ！ 家族での
週末ピクニックにうってつけ。1990年
につくられた施設で州政府が管理して
いるのでトイレなども清潔。

な〜♪
いい湯だ

ペナン

11

グーグルマップには
「Kolam Air Panas Kerling」
で載っ
ている。Kuala Kubu Bharuから1号線を数分北上し、
「Air
Panas Kerling」看板が見えたら右折。Air Panas村の住
宅街を通り抜け、林のなかの一方通行の道をしばらく行く
と着く。随所に「Kolam Air Panas Kerling」の看板あり。
Jalan Berlian Utama, 44000 Kerling, Selangor
無料 24時間 設備 プール（温）
、トイレ、脱衣所
www.pusatrekreasilubuktimah.com

あちこちに東屋が。
ピクニックしたい！

大戦中、旧日本軍の兵士により発見され掘られ
たといういわれのある温泉。泉質は硫黄泉で、
キナバル登山後などに疲れを癒せるほか、地元
の人の憩いの場でもある。有料の個室の露天浴
槽もあり、源泉からの熱いお湯と水を混ぜて湯
加減を調整できる。キャノピーウォーク、トレッ
キングコースがあり、ラフレシアを鑑賞できる
ことも！

ベントンの公共温泉で
出会ったおじいちゃん。

5

クアラクブバルの住宅街の細い通りを抜けてい
くとある小さな公共温泉。地域のボランティア
が資金を出し、管理しているようで、常連さん
らしい人が多い。湯温、深さがちょうどよく、
肩まですっぽり浸かれる。フレイザーズヒルや
スンガイチリンでハイキングを楽しんだ後にお
すすめの温泉。

グーグルマップには「Ulu Legong Hot Spring」で 載っている。
KL、ペナン方面からはバリンの街を目指し、K707号線へ。道添いに
ある「Pusat Rekreasi Air Panas Ulu Legong」の看板をたどっていけ
ば着ける。
Pusat Rekreasi Air Panas Ulu Legong, 09100 Baling,
Kedah
24時間
大人 RM10、こどもRM6 設備 プール（温・水など8つ）
、トイレ、
脱衣所、レストラン、宿泊施設（RM120 〜）
04-472 1548
www.mdbalingtourism.gov.my（マレー語）
行き方

コタキナバル市街地から車で約１時間半。キナバル公園＆ポーリ
ン温泉のデイ・ツアー参加が便利。
Poring Hot Spring & Nature Reserve, Poring, Sabah
7am-6pm
RM15
088-878 801
www.sabahtourism.com/

行き方 グーグルマップには「KKB Hot Spring」で 載っている。KLから
向かう場合、1号線をクアラクブバルの町へ向かって右折するとすぐに
「Kolam Air Panas」の看板があるので、左折→右折→左折と住宅街の
なかを進む。随所に看板があるので分かりやすい。
Jalan Arif 6, Taman Arif Utama, Kuala Kubu Bharu, Selangor
無料 設備 浴槽、脱衣所

外に据え

おり︑屋

付けられ
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0
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以上の温泉を巡り︑

ひとつとして同じものがないことを

ている複

K
L

本国内で

知った私は︑温泉に対する偏執的な好奇心を

数のバス

日

を拠点にして温泉めぐりをした

タブへ湯

の池から

引かれた

お湯が注

がれている︒ここも掛け流しで湯量豊富︒周

囲には長閑な田園風景が広がっており︑時の

満たすため︑海外でも温泉を巡るようになっ

た︒私が

2
0
1
4

年の春︒マレー半島には火山こ

そないが︑意外にもあちこちで温泉が湧出し

マップ ②- ︶は︑

時間半ほどのイポー南部

1

のは

から車で

ている︒

にある
温泉︵
Sungai Klah

流れもゆっくりしていた︒

3

という広大なスパリゾート
Felda Residence
に内包された巨大温泉プール︒レストランの

ヵ所はレジャー色の強い温泉だが︑

P
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以上

温 泉︵
マップ の 近 郊 に 湧 く Selayang
①︶は地元民の生活に密着している青空共同
K
L

ほか︑ウォータースライダー︑家族風呂など

浴場︒大勢の人が集まって︑ぬるい槽では入

施設面が充実しているので︑宿泊はもちろん︑

日帰り利用でものんびり過ごせる︒広大な温

度以上もあるのだが︑その熱

浴を︑熱い槽では掛け湯をして体を清めてい

た︒熱い槽は

泉プールには︑無色透明で癖のない滑らかな

イポーからキャメロンハイランドへ向かう

いお湯を澄ました顔で浴びている地元民の姿

50

お湯が満たされていた︒

国道の途中で未舗装路へ逸れると︑野趣あふ

マレーシアの温泉は日本と大きく異なり︑

を見ると︑熱い風呂に耐えられるのは日本人

諸外国と同じく︑水着で楽しくワイワイ遊ぶ

だけという固定概念が根底から覆される︒

川水が滝となっており︑地元の民が川遊びを

温泉︵
マッ
れる露天風呂の Lubuk Timah
プ ⑭- ︶に辿り着く︒ここではダムから溢れる

しながら涼んでいるのだが︑その川岸に粗末

温水プールのような行楽的要素が強い︒この

られないが︑レジャー施設として家族や友人

ため日本の温泉情緒を期待すると落胆は避け

みんなで楽しむには最適だ︒リゾートから生

度の温泉が自噴していた︒完全な掛け流し

のお湯であり︑開放的でワイルドな環境が魅

な造りのコンクリ露天風呂があり︑底から約

力なのだが︑管理が不十分なためか槽内に苔

活 に 密 着 し た お 風 呂 ま で︑ 意 外 に も マ レ ー

シアの温泉利用方法は多様性に富んでおり︑

日帰り圏内だけでも︑ハシゴできるほど

多くの温泉施設が存在していた︒マレーシア

は隠れた温泉天国なのかもしれない︒

類が生えてヌメヌメしており︑正直なところ

衛生的ではない︒

マラッカ郊外の田舎町アローガジャにある

温 泉︵
マップ ④- ︶は 日 帰 り 専 門 の
Gadek
温泉公園︒園内で湧出する温泉が池をなして

K
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スンガイレンビン

MAP-⑨ パハン州ベントン

スリアホットスプリング ベントン
Suria Hot Spring Resort

8

泊まれる

リゾート＆公共浴場が両方ある
昔からあるベントン公共温泉のすぐ横
に今年新しく建てられた温泉リゾート。
公共温泉は温水プールと熱めの温泉に
仕切られていて、温泉の真ん中まで行
くと底が熱くなっていて源泉が湧き出
てくるのが感じられる。衛生面が気に
なる方はリゾート内の温泉がおすすめ。
行き方 グーグルマップには「Suria Hot Spring」で載ってい
る。KLから向かう場合、Karak ハイウェイのBenton Barat
出口で降り、突き当たりのT字路を左折し、10キロほど
Kampung Temiang, 28700
いったら右手にある。
9am-7pm
大人 RM15 こど
Bentong, Pahang
もRM10
09-221 0200
www.suriaresorts.com
設備 プール（温・水）
、レストラン、トイレ、脱衣所、宿泊
施設

ウルスリム温泉
Kolam Air Panas Ulu Slim

1

クアラ
ルンプール

9
4
プダス温泉リゾートで
発見した泉質表

茶色地に
r Panas」の
「Ko lam Ai
看板が目印

7

6
マラッカ

国

リゾート内

MAP-⑩ ペラ州スリムリバー

道

1号

線

MAP-⑥ ジョホール州ムア

観賞用

むくむくと湧く蒸気が大迫力

グリセック温泉

家族向け

Grisek Hot Spring

こども連れにおすすめ
無料とは思えない充実した施設だが、
湯温は全体的に少しぬるめ。メインの
温水プールの中央の囲われた場所に熱
い湯が湧き出ており、常連さんはその
湯を桶で汲んで体にかけていた。頻繁
に来ているというマレー系のおばさま
によると「関節痛に効く」とのこと。

「Kolam Air Panas」の看板をたどって
えんえんとカンポンのなかをドライブ
し、やっと見つけた温泉は……湯温
100度以上をそのまま掛け流し
ている危険な「観賞用温泉」
。
近所の人曰く「卵を茹でたり
する」そうで、本当にもった
いないが、迫力は満点！
湯温104度！

グーグルマップに「Kolam Air Panas Ulu Slim」で載っ
ている。南北ハイウェイをSlim Riverの出口で降り、下道
で約30分ほどの場所にある。
「Kolam Air Panas」の看板
は数箇所にしかない。
Kampung Ulu Slim, 35800 Slim River, Perak

行き方 グーグルマップで「Rumah Siti Suriya Sumali」を目
指すと着ける。Parit Jawaから5号線でBatu Pahatへ向か
い、
「Air Panas Sg Grisek」の看板を目印に左折し、2km
無料
ほど行くと右手にある。
設備 プール（温）
、シャワー、脱衣所、トイレ

行き方

MAP-⑪ ペラ州タイピン

チャンカットジェリン温泉
Changkat Jering Air Panas

家族経営のこじんまりした温泉

Lubuk Timah温泉。グーグルマップには「Lubuk Timah Fall」で
載っている。

3

10

リゾート隣の無料
の公共温泉にもト
イレ︑脱衣所あり︒

東京都出身、神奈川在住。旅と温泉をこよなく愛する勤め人。国内海外を問わず、
今日も明日も明後日も、いい湯を求めて東奔西走。いままで訪問した温泉の数は
2,000マップ以上。 ブログ：温泉逍遥 http://blog.goo.ne.jp/onsen̲shouyou

日帰 り圏内 の温泉めぐり

K
L

岩崎 健一

特別寄稿

著者プロフィール

45

14

イポー

2

KLを出発して約4時間半。タイ国境近くのケダ
州バリンにある広大な温泉のテーマパーク。第
二次大戦中、タイからマレーシアに入り、シン
ガポールに向かった日本軍もここに拠点を置き
温泉に癒された。また、その後はコミュニスト
が潜伏した場所として知られる。現施設ができ
たのは1995年で、源泉の温度は約60度。

行き方

31

このほかにも
まだたくさん
あります！

行き方

周りには
大きな竹の
ほか、花が
咲き蝶が
舞っている。

P
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家族向け

川遊びもできる公園内の温泉

後に

ついでに

マレー半島

MAP-⑧ セランゴール州カリン

ポーリン温泉

MAP-⑦ ネグリスンビラン州プダス

アット
ホーム

ウェットワールド プダス温泉リゾート
Wet World Air Panas Pedas Resort

家族向け

家族向けのプール＆温泉施設

マレー系一家が営む公共温泉。現オー
ナーのノリザさん（写真左）のお父さ
んが温泉を発見し、2001年にオープン。
温水プール、足湯、個室から選ぶシス
テム。足湯と温泉風呂付き個室の浴槽
に入れてくれる温泉はかなり熱め。足
湯だけでも全身が温まる。

一見、巨大な滑り台があるこども向け
のプールなのだが…片隅にはひっそり
と、日本の銭湯を思わせる雰囲気の絶
妙の湯加減の温泉プール！ 敷地内には
源泉があり、もくもくと湯気が。常温
のプールは午後6時半までだが、温泉
は夜10時まで利用できる。

行き方 グーグルマップには
「Trong Hot Spring」で載っ
ている。Changkat Jeringの町から60号線をKLに
向かって南下すると左手に「Kolam Air Panas」の看
板が見える。
Batu 9, Jalan Trong, 34850 Changkat
Jering, Taiping, Perak
9am-12midnight
05-855 3990
足湯 RM2、個室 RM3/RM10

Lot306, Mukim Pedas, 71400 Pedas, Negeri Sembilan
月〜金：10am-6:30pm
土日祝＆スクールホリデー：10am-6:30pm
ナイトスパ（温泉）：6:30pm-10pm
06-6858 027
Wet World Water Parks
大人 RM25 こどもRM22 ナイトスパ RM6
設備 プール（温・水）
、シャワー、脱衣所、トイレ

※10月以降に改修工事を行う予定なのでお出
かけ前にチェックして！
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